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主なご意見（4月分） 

 

内容 種別 

千葉県でも自動車税等の支払いにインターネットバンキング（ペイ

ジー）を導入していただきたい。 

くらし 交通事故相談所東葛飾支所の巡回相談を受けたが、相談員の対応が

非常によく感謝している。今後ともこのような交通事故相談所を千

葉県民のための優れたシステムとして実践してほしい。 

平成30年度から更新されたチーパスが届かないがどのように受け取

れば良いか。 
社会福祉 

県立柏の葉公園で行われた音楽イベントの騒音が近隣住民にとって

迷惑で不快だったので、許可を出す時は周囲へ配慮してもらいたい。 
環境 

千葉県水準測量成果表の平成29年度版がいつ頃公開されるか教えて

ほしい。 

市川市国府台５丁目あたりから矢切駅までの県道沿いの歩道の状態

が悪いので舗装をお願いしたい。 

道路・交通 

千葉県の JR 武蔵野線についての考え方や JR への要望状況などにつ

いて教えていただきたい。 

北総線、北千葉道路について、県の支援による早期の改善を希望す

る。 

幕張新都心の新駅開業はオリンピックに間に合うのか。 

千葉県でも受動喫煙防止条例、「屋内原則禁煙」条例を制定していた

だきたい。 
健康・医療 

関宿城博物館でも展示解説書（図録）を作成し、できるだけ廉価で頒

布していただきたい。可能であれば通信販売もしてはどうか。 
教育・文化 

県立高校受験の回数が 2 回から 1 回に変更されるが、なぜ変更する

のか理解できない。 
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子どもを通わせた公立高校 3 校は、いずれも暗く、古く、長年の匂

いが染みつき、不衛生に感じた。また、骨折したとき、階段しかなく

不便だった。小、中学校に比べ、学校設備の改装が遅れているのでは

ないか。 

幕張海浜公園の駐車場料金の徴収がスムーズに行われないため渋滞

が起きている。入場時に徴収してはどうか。 

その他 

飲酒運転が多すぎる。居酒屋に駐車場があるのは、東京では考えら

れない。一時停止を取り締まるのもいいが、昼夜問わず飲酒運転を

取り締まってほしい。 

房総スカイラインが無料化し、長狭街道方面の観光客が激減した。

長狭街道沿いには清和県民の森、ロマンの森などがあるが、宣伝が

足りない。東粟倉の交差点に看板を設置し、宣伝してみてはどうか。 
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主なご意見（5月分） 

 

内容 種別 

自動車税の納付について、「Yahoo 公金払い」を利用できるようにし

てもらいたい。 
くらし 

ネットバンクを使用している人も増えているので口座振替取扱金融

機関に加えてもらいたい。 

レッドブルエアレースの騒音がひどい。 環境 

現在、千葉県では自転車保険の加入は努力義務だが、埼玉県では加

入義務となっている。歩行者と自転車の事故が多く報道されている

が、現況道路整備が遅れ、歩車分離が不十分な千葉県は保険加入を

義務化するのが望ましいと考える。 

道路・交通 

木下街道は多くの車両が走行する道路にもかかわらず、当該付近は

歩道の幅が狭く、危険を感じることがあるため、交通事故防止のた

めにも早急に歩道拡張をお願いしたい。 

市川市新井・相之川県道50号線と６号線交差点から防災公園方向の

歩道(どぶ）は、コンディションが極めてひどく、非常に危険なので

修繕の検討をお願いしたい。 

流山線は乗客が少ないせいか、駅でスイカやパスモが使えない。こ

のまま不便な状況が続くと乗客の減少は止まらないと思う。 

また、幸谷駅は実質新松戸駅と同じ駅であり、大半の乗客が乗換え

に使っているにもかかわらず、流山線でもＪＲ線でも乗換えの案内

がされていないが案内があったほうがわかりやすい。 

民間の会社の問題ではあるが、千葉県と流山市にも大きく関わる問

題だと思うので流山線の改善に取り組むようにして欲しい。 

立派なものでなくとも南北横断ができれば良いので、幕張新駅の自

由通路設置を実現してほしい。 
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旭市内の国道・県道について、少なくとも過去５年何も改善されて

いない。以前、直接電話をした時も予算を理由にあげ、不誠実さを実

感した。現状を確認してほしい。特に草がひどい。 

千葉方面から神奈川方面への鉄道の利便性が昭和59年当時のままで

ある。埼玉方面から神奈川方面へは湘南新宿ラインや上野東京ライ

ン等日々便利になっているが、千葉県は改善されていない。デイタ

イムに1時間1本千葉発熱海行きの電車を走らせてほしい。 

また、内房線、外房線は京葉線経由で東京に行けるので、総武快速線

は朝夕以外は成田空港～東京間にしてはどうか。 

今はしかが大流行しているが、一才未満は自費でないと予防接種を 

受けられない。一才未満も感染する可能性があり、感染したことに

よって学童期に障害が発生することもあることを考えると一才未満

の子をもつ親にとってその恐怖ははかりしれない。今回のような大

流行の時は、予防接種を受ける決まった期間に関係なく接種無料に

できないか。こどもを守るために打ちたいが、自費では高い。 
健康・医療 

千葉県はオリンピック開催地だが、いまだ喫煙者のマナーは最低レ

ベルで、どこでも構わず喫煙している。 

禁煙.嫌煙の時代なので、千葉県内は、公共の場(駅を含め)喫煙一切

禁止や、喫煙施設以外の喫煙を一切禁止としてはどうか。 

千葉県の公共図書館の相互貸借を利用しているが、大変助かってい

る。専門書は高額ですべて購入することが難しいので、今後も良い

サービスの継続をお願いする。 

また、県立大学の図書館の蔵書は、県内の医療職の宝でもあるので、

予算は厳しいと思うが、引き続き良いサービスをお願いしたい。 

教育・文化 

農作物の病虫害等について、わからない場合に農業事務所へ電子メ

ールで問い合わせできないか。 
農林水産 

野田保健所には自動販売機もウォータークーラー(水飲み機)もな

く、喉がカラカラで暑くて大変困ったので、自動販売機かウォータ

ークーラー等を設置してもらえると助かる。 

その他 
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ご当地ナンバーとして九十九里ナンバーも作ってもらいたい。 

公共トイレに石けんを置いてもらいたい。 

個人情報の漏えいについては、書面だけでなく音声も漏れていない

か配慮すべき。対策として、 

・個室の設置 

・別室へ招く 

・ヘッドホンを使う 

・場所の配慮 

・各主務者が配慮すべき 

・福祉の研修を受けた人の窓口配置 

してはどうか。 
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主なご意見（６月分） 

 

内容 種別 

千葉県の個人事業税のみクレジットカードでの納付に対応していな

い。昼間、金融機関に行く時間も無いので是非対応してもらいたい。 
くらし 

千葉県でも児童虐待を防ぐため、愛知県、茨城県、高知県などのよう

に、児童相談所が警察と虐待情報を全件共有してもらいたい。 
社会福祉 

生活保護費が外国人に支給されている。なぜ、日本国民の税金を使

っているのか。即廃止してほしい。 

県立図書館入口の交差点、信号無視、スピード超過の車が多いので、

取り締まってほしい。 

そごうとローソンの間のスクランブル交差点も信号無視が多い。 

道路・交通 

越谷流山線の新流山橋の整備について、２車線先行整備の話を聞い

た。新しい橋の必要性についての説明はあったが、なぜ２車線先行

整備なのかについては歯切れが悪かった。是非とも４車線で整備し

てほしい。 

北総線は、多くの利用客があり、ホームにたくさんの人がいる。ま

た、成田スカイアクセスが走っているが、スピードが速く、非常に危

険。2020 オリンピックに向け、都内では多くの駅にホームドアが設

置されているが、千葉県は対応が遅れているのではないか。北総線

を経営している会社に問い合わせたところ、国からの指示や予算が

あれば対応可能とのことであったので、県知事から国へ強く要望し

ていただき、スピード感をもって対応していただきたい。 

幕張西の公民館のトイレを利用したところ、洗面台にせっけんが無

かった。これから食中毒の季節になるので公共トイレにせっけんを

置いていただきたい。 

健康・医療 
子どもが胃腸炎にかかり、1日で治ったが、病院に通ったことを保育

園に伝えたところ、保健所からの指導により、登園許可証がないと

登園できないと言われた。登園許可証の発行のために医者に行った

が、医者には文句を言われ、子どもがまた病気をうつされることも

心配である。何かいい方法がないか考えてほしい。 
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千葉商業高校のコンクリート製の外塀が見た目にも老朽化が進み、

パネルに大きな穴が開いている箇所や一部上面が崩れている箇所が

複数散見される。小、中学生の通学路となっていることもあり、耐震

性に大変不安を覚えるので、早急に補修もしくは倒れない材質での

再構築の対応をお願いしたい。 

教育・文化 

特別栽培米（千葉エコ農業の水田）の栽培面積を研究の資料として

使いたいので、市町村ごとに教えてもらいたい。 
農林水産 

支川都川の辺田十字路付近では、集中豪雨などにより水位が著しく

上昇するとともに、橋梁下に大量の土砂等が堆積し、川の氾濫を憂

慮している。川床に堆積している大量の土砂の浚渫をお願いする。 

その他 五輪ボランティアの募集記事を見たところ、ボランティアの宿泊場

所は各自で確保とのことだが、遠くから千葉や東京へ来られる方の

ためにも、ボランティアの人達を泊めるホームステイの募集をして

はどうか。 
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主なご意見（７月分） 

 

内容 種別 

先日「WEラブ赤ちゃん」プロジェクト と言うものを知ったが、県と

して賛同している所もある様子なので、是非千葉県も名乗り出て欲

しいと感じた。 社会福祉 

７月１１日の NHK の番組でヘルプマーク＆カードの普及が取り上げ

られていたが、千葉県の普及度が低かった。広く普及してほしい。 

先日、大阪で発生した地震により学校のプールの塀が倒壊し、通学

中の小学生が下敷きになり死亡するという痛ましい事故があった。 

児童のための安全対策として大地震が発生した場合にも耐えられる

よう、流山街道木交差点の歩道橋に耐震補強を施してもらいたい。 

道路・交通 バスの運用会社がバス車内に「千葉県の条例によりバスのアイドリ

ングストップを実施中なので、定刻になるまでバスの乗車を控えま

す。」と掲示していた。この為に炎天下にもかかわらず、乗車待ちの

列が出来ていた。環境配慮の条例は理解出来るが、高齢者への配慮

を行うよう行政側で指導できないか。 

千葉県立保険医療大学には現在、学食がない。県の健康づくりを目

指す大学だからこそ、学生の健康や生活の質の向上を図り、学食を

導入するべきではないか。 
教育・文化 

県内の小中学校にエアコンを設置してほしい。 

幼い頃から、蓮沼スケートパークを愛用しているが、日本国内で、こ

こまで歴史のあるスケートパークは存在しない。現在、スケートボ

ードは2020年の東京オリンピックの正式種目にもなり、かなり注目

されているスポーツとなっている。蓮沼スケートパークの路面の補

修をしてもらうにはどのようにしたらよいのか教えてもらいたい。 
その他 

パスポートの申請が平日のみ、しかも 16:30 までとなると働いてい

る人、学校に通っている人は申請が難しいと思う。すべての人に委

任できる代理人がいるとは限らないので、土日のどちらかだけも開

くか、もしくは平日一日だけでもいいので、遅い時間まで申請の受

付対応をしてもらいたい。 
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主なご意見（８月分） 

 

内容 種別 

上水道と下水道の手続が別になっているのが不便。なぜ下水道の申

し込みを市民が別途しなければならないのか。 

くらし 

マイナンバーカードの名義変更後の氏名記載のサイズが小さすぎ

る。本人確認のため身分証として提示した際、コピーしても写りに

くく事務作業に時間を要している様子であった。目の悪いお年寄り

や視力の低い若者には見えにくいのではないか。是非とも議論して

いただき改善してもらいたい。 

犬吠埼マリンパークにイルカが一頭取り残されていることを知り連

絡した。マリンパークは民間施設であるため、銚子市ではどうする

こともできないと記事で読んだが、イルカをこのような惨状におい

てよいのか。どうか千葉県としてもアクションを取ってもらうよう

強く要望する。 

社会福祉 

引き続き圧倒的人手不足の介護職員対策をお願いしたい。 

防犯ボランティアの代表を務めている者だが、20代で「防犯ボラン

ティア」として活動する人がほとんど無いため、隊員も年齢不問状

態となってしまっている。犯罪を減らすためにも「ヤングこそ動く

べき」と思うが、知事はどのように考えるか。 

防災・防犯 

社会保険未加入業者がまだまだ多数おり、きちんと加入して納税し

ている業者が損をする状況が続いているので、厳しく取り締まって

もらいたい。通報受付コーナーの設置も希望する。 

その他の分野 
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主なご意見（９月分） 

 

内容 種別 

鴨川市に物件を購入したが、水の問題で全く使えない住宅となって

いる。 

この辺りで水の問題を抱えている家々はたくさんあり、何とか公営

水道設備を整えてもらいたい。 くらし 

船橋市に住居しているが、パスポート申請・受取に不便しているの

で、取扱窓口営業日時の拡大（土・日の営業や営業時間の延長）及び

船橋市でのパスポート申請業務の取扱を検討してもらいたい。 

千葉県のホームページに不育症の検査に関する助成金が出る市町村

があると記載があったが、具体的にどのくらいの補助がでるのか知

りたい。 社会福祉 

千葉県では、里親に対する補助制度として、児童の養育に関する費

用を月ごとに支給しているのか知りたい。 

JR 総武線幕張駅から幕張本郷駅の間にある花立踏切近くの道路の拡

大を検討してもらいたい。 
道路・交通 

銚子市西部地区にある第五、第六、第七中学校は、それぞれ2021年

3月に閉校し、同年4月に銚子西中学校として統合される。 

第七中学校閉校後にこの校舎を利用して、どうしても学校へ通えな

い子供たち、あるいは中学校教育を学び直したい人たち、外国から

の移住者で日本語での教育が難しい子どもたちなどを受け入れる中

学校を千葉県で創設してもらえないか検討いただきたい。 
教育・文化 

現在、入院中であり、県立中央図書館で本を借りて、病院で読むこと

がある。しかし、医師から、本の衛生状態が悪く消毒器で消毒してか

らでないと病室に持ち込めないと言われた。書籍の消毒器の導入を

検討してもらいたい。 

県条例上、未成年が午後１１時以降に外出することはよくないこと

とされている。では、帰宅時、自宅の最寄り駅まで保護者の車での迎

えがあったとして、夕方に外出し、最寄り駅に午後１１時過ぎに到

着することはいかがなものであるか知りたい。 

その他の分野 
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主なご意見（10月分） 

 

内容 種別 

自転車使用のルールについて何が正しいのか混乱をすることがあ

る。講習会を開催するなど、使用者にルールを理解させるようにし

てもらいたい。 

くらし 

野田市東宝珠花の県道を拡幅してもらいたい。 道路・交通 

市川健康福祉センター疾病対策課職員の対応がよく、県民に寄り添

う対応に好印象を持った。 
健康・医療 

県立高校のトイレが不衛生であるため、洋式トイレの設置など現状

の改善をしてもらいたい。 
教育・文化 

千葉県で定めている条例について、検索する方法や全文を入手する

方法を教えてもらいたい。 
その他の分野 
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主なご意見（11月分） 

 

内容 種別 

市川市にある（仮称）妙典橋はいつ完成するのか。 道路・交通 

障害者や妊産婦の方のためのおもいやり駐車場制度は導入されない

のか。 
健康・医療 

『要緊急安全確認大規模建築物について』のデータがとてもわかり

にくいのでどんな年寄りが見てもすぐわかるようにしてほしい。 
防災・防犯 

公園内で食品の移動販売を行いたいが、それに関する許認可等の手

続きを教えてもらいたい。 
その他の分野 
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主なご意見（12月分） 

 

内容 種別 

ヘルプカードを持っているが、それだけでは目立ちにくいため、県

内の病院、駅、市役所などでヘルプマークの配布をお願いしたい。 

社会福祉 

ＪＲ東日本の効率化に寄与するＩＣ運賃が、特定区間対象外におい

ても特定区間同様、乗車券運賃より常に安くなるよう働きかけをお

願いしたい。 

道路・交通 

日本語指導が必要な生徒をサポートするためにも、公立高校の海外

帰国生徒及び外国人の特別入学者選抜について、入学許可候補者の

募集人員を明確化し、その募集人員を入学させるよう制度を修正し

ていただきたい。 
教育・文化 

色覚チョークを使うことで、色弱者を含むすべての生徒が黒板の字

が見やすくなり、学習環境の向上につながるという記事を見た。県

内のすべての教育現場に色覚チョークの導入を検討してもらいた

い。 

若者が山を守り、経営が成り立つ林業を教育する林業大学校を県立

で設置していただきたい。 
農林水産 
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主なご意見（1月分） 

 

内容 種別 

JR松戸駅はエレベーターもなくトイレも汚い。 

また、市内には駅直結の大型ショッピングモール等、トイレの心配

な身体障碍者が安心してゆったりと食事や買い物を楽しめる場所が

ないので、松戸駅及び市内のバリアフリー化の促進を願う。 

社会福祉 幼児教育の無償化に向けて法整備が進められているが、なぜ認可外

保育施設に子どもを通わせている専業主婦に支援がなされないのか

疑問である。 

幼児教育の無償化について、子を持つ全ての方に対して、千葉県の

自治体レベルでも助成支援するようにしていただきたい。 

鉄道の安全な利用の観点よりホームドアの設置を希望するが、東京

都に比べて県内の設置状況は遅れている。 

千葉県が出資している東葉高速鉄道においても、県内での乗降客数

が多い駅は設置を急ぐべきだと思うが、県として東葉高速鉄道にお

けるホームドア設置に関してはどの様に考えるか。 

道路・交通 

千葉市内にある検見川地区サービスセンタービルの中には、数年前

まで真砂コミュニティセンターが入っていたが、その移転後には、

使用されていない状況が続いている。 

この施設の活用等について、現在、県においてどのような検討がさ

れているのか教えてもらいたい。 

その他の分野 

公営ギャンブルの経営状況はどこの自治体も厳しいと思われるの

で、船橋競馬の運営権を中央競馬会に委託してはどうか。 
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主なご意見（２月分） 

 

内容 種別 

eLTAXによる申告が可能となっている税目について、電子納付ができ

るようにする計画はあるのか。 
くらし 

野田市山崎で10歳の女の子が父親の虐待により死亡する悲しい事件

があった。 

県にある児童相談所の数の少なさに驚いたので、どうか児童相談所

の増を検討していただきたい。 

社会福祉 

野田市、浜松市といたましい事件が後を絶たず、本当に子供の虐待

事件をなくすためには児童相談所だけでは足りないと考える。 

子供に加え、その親の心を助けてこそ本当に虐待がなくなるのでは

ないか。 

親子関係や子育てに悩んでいる人たちが、もっと気軽に相談できる

場所を作り、専門家だけでなく親の暴力に悩んだ経験者を使っても

らいたい。 

千葉県は公共交通機関が充実しているとは言えないが、県として交

通手段をどのように考えているか。 

また、北総線についても運賃やダイヤに不満が多いので、適正な運

賃にしていただきたい。 

道路・交通 

学校では教師の数が足りず、児童一人ひとりの実態を調べる時間が

ない。 

各教育事務所にいる先生方にどんどん学校へ行ってもらったり、退

職した人たちへボランティア協力の声がけをお願いできないか。 

教育・文化 
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主なご意見（３月分） 

 

内容 種別 

千葉県への移住を考えているが、ここ近年で開発、再開発の進んで

いる、または、その計画がある都市、地域等を教えていただきたい。 くらし 

野田市で子供の不幸な事件が起きた。国もいろいろ検討しているよ

うであるが、この事件を契機に、千葉県は、全国に先駆けて虐待にも

取り組んでいただきたい。 

社会福祉 

先日、市川市にある母校を訪れた際、道路の混雑状況が２０年前か

ら全く変わっていなかった。 

今後の道路、公共交通機関行政をいかにして改善していくつもりな

のか、教えていただきたい。 

道路・交通 

千葉県ジョブサポートセンターの「輝く女性応援事業」のセミナー

に参加したが、相談員一人一人の想いがとてもシンプルかつ丁寧で

感動した。 

このような素晴らしい事業は続けて、もっと皆が活用できるよう宣

伝していただきたい。 

雇用・産業 

 


